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柳田 和久（やなぎだ　かずひさ）

郡山市文化財保護審議会
委員　　　　　　　　　

第24回　近代　明治新政府直轄下の安積郡

守山藩取締所　
　慶応４年（1868）７月29日、二本松城が落城すると、
二本松藩領の村々は奥羽鎮撫総督府の統治下に置
かれていたが、８月13日に奥羽鎮撫総督府参謀よ
り、安積郡の郡山組・片平組村々が、守山藩の管
轄となる旨が達せられた。⑴ ９月３日には同様に
大槻組村々が守山藩の管轄になる旨が達せられ、
安積郡37カ村が守山藩取締所の管轄となった。⑴

他に、第１表のように元白河藩領であった岩瀬郡
12カ村と白河郡５カ村、元幕府領であった石川郡
４カ村と田村郡15カ村の合計36カ村で約７万２千
石余が、守山藩取締所の管理下に置かれた。⑵

　守山藩は、元禄13年（1700）に水戸藩の御
ご

連
れん

枝
し

として、水戸藩を支え補佐するために２万石で立
藩した。領地は陸奥国田村郡のうちに31カ村、常
陸国鹿島郡等に32カ村と分かれていたため、田村
郡守山と常陸国松川（茨城県大洗町松川）に陣屋
を置いて支配した。⑶ 戊辰戦争では戦わずして奥
羽鎮撫総督軍に降伏したため没収地の管轄を命じ
られた。
　守山藩は、守山陣屋
と松川陣屋に役人を派
遣しており、慶応４年
には第２表のような役
人が守山陣屋に詰めて
いた。⑷ 管轄地が増え
たことから守山陣屋に
郡奉行増子紀八郎と倉
部鍬作、郡方手代３人、
郡方手代手伝３人を守
山陣屋に派遣し増員し
た。⑸ 増子紀八郎等は
９月12日に守山に着任
したが、倉部鍬作は病
気のため快復をまって
10月３日に出立した。
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第１表　守山藩取締所の管轄地

国　名 郡　名 組　名 村　数 石　　高

岩代国
安積郡

郡山組 14ケ村

72,347石92485

大槻組 12ケ村
片平組 11ケ村

岩瀬郡 須賀川組 12ケ村

磐城国

石川郡 ４ケ村
白河郡 ５ケ村
田村郡 15ケ村
白河郡 86ケ村

80,430石90954
石川郡 50ケ村
合　　　　計 209ケ村 152,778石83439

第２表　守山藩取締所の役人

役　職 名　前
家老 小室仁右衛門

御用人
柳橋内記
吉田弥十郎

大目付 大内佐大夫

目付
樫村与四郎
高野藤八郎

勘定奉行 高野歳次郎

郡奉行
小沢庸介
額賀嘉藤治

調役
小林静左衞門
栁沼正介
樫村鋻蔵

郡手代 坂本左右介

取次
坂本政之丞
樫村行介
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さらに守山陣屋の役人を増員するため、郡方手代
３人と郡方手代手伝２人、郡方調役１人を倉部鍬
作に同行させた。⑸

　明治新政府は、12月に白河郡のうち86カ村と石
川郡のうち50カ村の約８万石を守山藩取締所の管
轄に命じた。元幕府領や元白河藩領の村々である。
守山藩では管轄する村数が増加したことから、明
治２年正月25日に三浦多門を白河・石川両郡の知
県事に任命したが、⑹ 直に笠間藩取締所に替わった。

笠間藩取締所（磐城平民政局）
　明治２年（1869）
正月から守山藩取締
所管轄の村々が、笠
間藩取締所の管轄に
替り、村々には第１
図のような榜示杭が
建てられた。⑺ 御料
とは天皇の領地のこ
とで、徳川家や戊辰
戦争で没収した領地
を天皇の領地とし、
その領地の管理を牧
野金丸に命じたので
ある。牧野金丸は笠
間藩の第９代藩主で
ある。笠間藩は常陸
国笠間（茨城県笠間市）に城下がある８万石の譜
代大名で、戊辰戦争では明治新政府軍に属した。
　明治２年２月晦日に守山藩より笠間藩に引き渡
された。３月５日に郡山村名主今泉定七郎・今泉
久三郎、年寄今泉久右衛門が須賀川に呼び出され、
笠間藩取締所の管轄となった旨と、磐城国の平城
内に取締所を開局し、官員を配置する旨が申し渡
された。⑺

　明治２年６月、新政府は版籍奉還を実施した。
実施に先立ち、同年１月に薩摩・長州・土佐・肥
前の４藩主が、版（土地）と籍（人民）の奉還を
朝廷に願い出る形で進められた。笠間藩ではこれ
にならい、版籍奉還実施の前に版籍を奉還し、笠
間藩取締所を磐城平民政局と改めた。⑻

　磐城平民政局は、須賀川と郡山に出張所を置い

た。郡山出張所は現在の陣屋に置き、山本庫源
司・三村安見・河原井善造・山本虎造・森彦四郎
を詰めさせた。庫源司は調役、安見は書役、善
造・虎造は筆生、彦四郎は捕亡である。また、御
内用聞として郡山宿の栄吉を雇用した。⑻

白河県の管轄
　明治２年８月25日に、平民政局の村々は福島
県・白河県の管轄となる旨が達せられ、⑼ 10月朔
日に、岩代国の安積郡・岩瀨郡、磐城国の白河
郡・石川郡・田村郡・磐城郡・菊田郡・楢葉郡の
村々が白河県の管轄となった。⑽ 白河県の職員は
第３表のとおりである。⑽

　また、村々に建てていた笠間藩取締所の榜示杭
を取り払い、新たに第２図のような榜示杭を建て
させた。⑾

　白河県が管轄する各郡のうち、全郡を一括して
管理したのは安積郡だけであり、岩瀬郡や白河郡
等の他郡は、幾つかの県に分割されていた。県の
管轄となっても藩政時代と同様に依然として領域
は錯綜していたのである。

二本松藩の復活
　慶応４年７月27日、藩主丹羽長国は落城を前に
米沢に退いた。同年９月４日に米沢藩が降伏する
と、長国は家老日野源太左衞門等を奥羽鎮撫総督
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第１図　笠間藩の榜示杭

第２図　白河県の榜示杭

第３表　白河県役人名

役　職 名　前 出身藩
知事　 清岡岱作

土佐

少参事

平川和太郎
小池漣平

守山
宇野勝美
田村義雄 笠間
鈴木　栄

守山　
倉田　実
中島近人
矢部紋次
吉田誠一郎

旧族
木村彦六

宇都宮田口東平
芝田栄七郎

少属
岩田量平
加藤精一郎
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府参謀に遣し降伏の嘆願書を提出した。同月11日
に嘆願が認められ、同20日に長国は二本松の大隣
寺に謹慎となった。⑿ 慶応４年９月８日に明治と
改元された。同年10月５日に丹羽長国は上京を命
じられ、前橋藩邸に謹慎となった。11月５日に長
国の官位剥奪・藩邸没収が宣じられた。⑿

　新政府は、明治元年12月７日に奥羽越諸藩の処
分を行った。二本松藩は、12月17日に米沢の上杉
家から頼丸を養子に迎え、家名を立てることが許
され、同月26日に旧領のうち５万石が所領として
与えられた。頼丸は長祐と改名し二本松藩第11代
藩主となった。⑿

　二本松の落城後、安達郡の村々は奥羽鎮撫総督
府の統治下に置かれていたが、８月29日に糠沢
組・小浜組・針道組の村々、９月24日に本宮組 ･
杉田組・玉ノ井組・信夫郡八丁目組村々が、三春
藩取締所の管轄となっていた。⑿

　二本松藩の復活によって、二本松城下６町と安
達郡の33カ村（石高４万6,692石）が二本松藩領
となった。⑿ 他の村々は引き続き三春藩取締所の
管理下に置かれていたが、明治２年７月25日に三
春藩取締所から笠間藩取締所の管轄となった。⒀

福島県の管轄
　明治４年７月14日に廃藩置県が強行された。廃
藩置県によって、現在の福島県には、若松県・福
島県・白河県・二本松県・棚倉県・中村県・磐城
平県・泉県・湯長谷県と、高田県等10分県が成立
した。９月に二本松藩は二本松県となり二本松藩
は消滅した。その後、県の統廃合が行われ、若松
県・二本松県・平県の３県に統一された。二本松
県は、伊達・信夫・安達・安積・岩瀨・白河の６
郡を管轄した。県庁を二本松に置いたが、手狭で
あることから県庁を福島町常光寺に移し福島県と
改称した。これにより二本松県は消滅した。⒀

　また、平県は磐前県と改称し、福島・若松・磐
前の３県となった。福島県は明治５年２月１日に
県庁を福島城址に移した。⒀

村・宿の機能を引継ぐ
　明治新政府は、明治５年まで地方制度の改革が
出来ないでいた。そのため、守山藩取締所・笠間

藩取締所・平民政局・白河県は、藩政時代の村や
宿の組織・機能を引継いで支配していた。
　藩政時代の村は、行政の最小単位であり、村ご
とに年貢や諸役を課した。領主は年貢を課すため
村ごとに年貢割

わりつけじょう

付状を発行し、年貢を受け取った
証として年貢皆

かいさいもくろく

済目録を発行した。二本松藩では、
年貢を徴収するため半

はんこく

石・半
はんえいせい

永制を採用していた。
半石・半永制とは年貢の半分を米で納め、半分は
金銭で納めることである。それを年に５回に分け
て分納させていた。納入は名主の責任であり、遅
納や不納の場合は名主が処罰された。
　農民や町民を管理するものに人

にんべつあらためちょう

別改帳がある。
人別改帳は、人口調査とキリシタン禁制の徹底を
図るため作成したもので、田畑の所有高・戸主
名・家族名と年齢、奉公人名と出身地、旦那寺等
が記載されている。戸籍簿の役割を果たしており、
明治４年まで毎年作成していた。
　また、村は農民の再生の場でもある。田畑を耕
作し、飲料水や用水を引き入れ、田畑の肥料や牛
馬の飼料、燃料用の薪を採集するために入会地に
入り、用水路や入会地の維持・管理をしていた。
さらに、村には村定や慣習があり、それに背いた
者は村八分等に処せられた。
　村の業務を統括するのが名主で、肝

きもいり

煎・庄屋と
も称している。他に名主を補佐する組頭、百姓代
がおり村を管理している。二本松藩では百姓代を
目付と呼んでいる。
　天領や藩は、村を支配するため中間支配機構を
設けていた。天領では大

おおじょうやせい

庄屋制、藩では組合村と
称している。役人を大庄屋、組合惣代、年番惣代
等と呼んでいる。
　宿場の主な業務は交通運輸・休宿泊である。交
通運輸業務とは、人と馬によって荷物を宿場から
次の宿場まで運ぶことで、人

じん

馬
ば

継
つぎ

立
たて

と称している。
宿場の人馬だけで間に合わない場合は、近隣の
村々に人馬を課し、人馬を出す村々を助

すけごうむら

郷村と呼
んでいる。休宿泊業務とは、旅人を休泊させるこ
とで、本陣・脇本陣・旅籠屋・飯盛旅籠屋・茶屋
等の施設が建てられている。
　宿場の業務を統括するのが検断・年寄であり、
他に本陣・問屋がいる。休泊施設等の管理は本陣
が行い本陣役とも称している。人馬継立を差配す
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る所が問屋で、役人を問屋役と呼んでいる。
　守山藩取締所・笠間藩取締所・平民政局・白河
県は、村々に年貢を課し、半石・半永制によって
徴収した。農民や町人を把握するため、明治４年
まで人別改帳を作成し、さらに、明治新政府は人
馬継立制度である助郷村を利用して、奥羽鎮撫総
督軍の諸物資の輸送を行った。

戸籍区・大区小区の編成
　明治新政府は、全国の戸数・人口を把握する必
要から、明治４年４月に戸籍法を公布した。全国
的な基準の基に、はじめて戸籍が編成されること
になった。この戸籍は明治５年の干支をとって
「壬申戸籍」と言われている。
　白河県は明治４
年７月に戸籍区を
設定し、県内を第
４表のように30区
に編成した。白河
郡を９区、石川郡
を８区、田村郡を
３区、岩瀨郡を７
区、安積郡を３区
に分け、⒁ 各区に
戸長・副戸長を置
き、戸籍事務を担
当させた。肝煎を
戸長に、名主を副
戸長に任命し兼務
させた。⒂ 安積郡
は、第28区が大槻
組、第29区が片平
組、第30区が郡山
組となり、第30区
の区長に郡山組の
肝煎今泉久右衛門
を命じた。戸長は
肝煎、副戸長は名
主が兼務している
ので、第30区の副
戸長は郡山村名主
今泉久三郎が、第

28区の区長は大槻組の肝煎相楽半右衛門、副戸長
は駒屋村名主山岡友次郎、第29区の区長は片平組
の肝煎高田名兵衛、副戸長は富田村名主矢吹善左
衛門が兼務したと見られる。⒃

　明治４年11月、新政府は白河県を廃し福島県を
置き、翌５年２月に管轄地を大区・小区に編成し
た。安積郡を第４大区とし、村々を第１小区・第
２小区・第３小区に編成した。第１小区は片平組
の村々、第２小区は郡山組の村々、第３小区は大
槻組の村々である。第４区の区長は不明であるが、
第１小区の区長に矢吹善左衛門、第２区の区長に
今泉久右衛門、第３区の区長に山岡友次郎が命じ
られた。⒄

　明治新政府は、守山藩取締所・笠間藩取締所・
白河県・福島県と行政組織を改め、地方制度も戸
籍区・大区小区制と改編したが、戸籍区や大区小
区は藩政時代の中間支配機構である組合村を利用
し、村役人を戸長や副戸長に兼務させながら、新
たな地方制度に改正していったのである。

　　　註
⑴�　郡山市歴史資料館所蔵山岡家文書政治236、今泉家
文書支配522、『郡山市史』９
⑵�　郡山市歴史資料館所蔵樫村家文書　明治元年『公私
日記』、明治２年『年中公私日記』
⑶　『鉾田町史』通史編（上）
⑷　『郡山市史』９
⑸　註２
⑹　樫村家文書　明治２年『年中公私日記』
　�　資料には白河郡79カ村、石川郡65カ村の石高合計
８万7,868石６斗８升９合５夕４才とあるが、松崎村
等11カ村が石川郡に記載されているため白河郡として
数え、また白河郡三城目村等８カ村が、先の守山藩取
締所管轄の村々と重複しているため除いたもので、そ
のため村数と石高合計が資料とは異なっている。
⑺　郡山市歴史資料館所蔵今泉家文書政治17
⑻　今泉家文書政治17・21
⑼　今泉家文書政治21、『郡山市史』９
⑽　「白川県御支配所村名記」
⑾　今泉家文書政治21
⑿　『二本松市史』１
⒀　『本宮町史』近現代通史編Ⅲ
⒁　今泉家文書政治64
⒂　註４
⒃　今泉家文書政治65
⒄　『郡山市史』４
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第４表　白河県戸籍区編成表
郡　名 番　号 組　　名

白河郡

第１区 白河駅　官舎
第２区 白河組
第３区 滑津組　
第４区 山附組
第５区 金山組
第６区 泉崎組
第７区 新城組
第８区 関和久組
第９区 三城目組

石川郡

第10区 高田町組
第11区 浅川組
第12区 小高組
第13区 下泉町組
第14区 山白石組
第15区 矢吹組
第16区 永田組
第17区 蓬田組

田村郡
第18区 谷田川組
第19区 飯豊組
第20区 石盛組

岩瀨郡

第21区 大黒組
第22区 牧ノ内組
第23区 鉾衝組
第24区 田良尾組
第25区 泉田組
第26区 今泉組
第27区 須賀川組

安積郡
第28区 大槻組
第29区 片平組
第30区 郡山組


